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株式会社 VISION8 

 



会社概要 

 
*名称      株式会社 VISION8 ヴィジョンエイト 
 

*住所      本社 東京都港区高輪 3-14-18 インペリアル高輪 3F  

        高輪オフィス 東京都港区高輪 3-22-4 アイワビル 5階  

         TEL:03-6450-2822 FAX:03-6450-2833 

E-Mail : vision8@vision8.jp  

 

*代表者     代表取締役 五十嵐晃博 

         取締役	    	渡井千亜紀	 

 
*設立      2009 年 5 月 20 日 
 
*資本金     1000 万円 
 
*ブランドネーム VISION8 
 
*主要取引先 

松竹株式会社、株式会社サンライズ、株式会社三越伊勢丹、株式会社ロフト、

株式会社近鉄百貨店、株式会社手塚プロダクション、株式会社バンダイナムコ

エンターテインメント、株式会社大丸松坂屋百貨店、株式会社髙島屋、株式会

社小田急百貨店  



 

*過去の主な企画展／出店 
 

■ 【村田蓮爾原画展 『4D STYLE』連載10周年記念】 

会場：東京アニメセンター 

期間：2009 年 10 月 6日～10月 18 日  

 

■【中村佑介展】 

会場：吉祥寺PARCO  

期間：2010年1月26日～1月31日  

 

■【高田明美 MAMI's Magical Star】 

会場：渋谷PARCO 

期間：2010年5月15日～5月26日  

 

■【村田蓮爾展】 

画集『PRISMTONE』出版記念 

会場：渋谷PARCO 

期間：2010年5月27日～6月6日 

 

■ 【MAMI's Magical Star プレミアムショップ】 

会場：お台場ヴィーナスフォート 

期間：2010年7月24日～8月31日 

 

■ 【osamu moet moso】 

会場：東京アニメセンター 

期間：2010年9月18日（土）～10月11日 

 

■【浅田弘幸 テガミバチビジュアル展 ～BEE GALLERY～】 

会場・期間： 

吉祥寺PARCO 2010年9月11日～9月26日 

プランタン銀座 2010年10月26日～11月1日 



 

 

■【osamu moet moso】 

会場：新宿マルイワン 

期間：2010年11月01日～11月22日 

 

■【ねこ展『くるねこの世界』】 

会場：プランタン銀座 

期間：2010年11月30日～12月06日 

 

■【ゆうきまさみ開業30周年企画展】 

会場：渋谷パルコ 

期間：2010年12月07日～01月10日 

 

■【ワカマツカオリ イラストワークス『FRAMED』】 

会場：プランタン銀座 

期間：2010年12月14日～12月20日 

 

■【osamu moet moso】 

コミックマーケット79 

会場：東京ビックサイト西4ホール 企業ブースＮＯ.335 

期間：2010年12月29日～12月31日 

 

■【osamu moet moso —feat.いとうのいぢ—展】 

会場：宝塚市立会館手塚治虫記念館 

期間：2011年7月1日（金)～10月24日(月) 

 

■ 【ワカマツカオリ展】 

会場・期間： 

渋谷パルコPart1 6階特設会場 2011年8月6(土)～14日(日) 

広島パルコ4Ｆ 連絡通路特設会場  2011年 9月16日(金)～9月25日(日) 

有隣堂ヨドバシＡＫＩＢＡ店 2011年9月3日(土)～9月19日(月) 

静岡パルコロフト 2011年10月5日(水)～10月16日(日) 



池袋パルコ 別館 P’PARCO1F 特設会場 2011年11月28日(月)〜12月4日(日) 

 

■【魔法の天使 クリィミーマミDVD-BOX発売記念イベント】 

会場・期間： 

ニコニコ本社（２F＆３F）： 2011年8月22日(月)～9月4日(日) 

渋谷パルコPart1 6階特設会場：2011年8月21日(日)～8月28日(日) 

コピス吉祥寺A館５階 イベントスペース 2011年10月1日(土)～10月10日(月・祝) 

 

■【魔法の天使 クリィミーマミ展】 

会場：プランタン銀座  6Fアートギャラリー 

期間：2011年10月21(金)～25日(火) 

 

■ 【バカボンショップ】 

会場・期間 

静岡パルコロフト 8F 2011年12月26日(月)～2012年1月15日(日) 

吉祥寺ロフト 2011年12月26日(月)～2012年1月15日(日) 

プランタン銀座 6Fアートギャラリー 2012年1月17日(火)～1月23日(月) 

 

■【少女自転車解放区】 

会場・期間： 

デザインフェスタギャラリー原宿 2012年2月25日～26日 

コトブキヤ秋葉原館5階イベントスペース 2012年2月28日～3月8日 

 

■【クリィミーマミプレミアムショップ 魔法の天使クリィミーマミ×原宿系アパレルブランド】 

会場：渋谷パルコPart1 7階特設会場 

期間：2012年4月5日(木)～4月15日(日) 

 

■【「No.6 toi8 デザイン＆ワークス」出版記念イベント】 

会場・期間： 

コトブキヤ秋葉原館  2012 年 3月 11 日(日)～3月 18 日(日) 

新宿マルイワン 7階イベントスペース「ガールズルーム」 2012 年 4月 6日(金)～15 日(日) 

 

■【小岐須雅之画集出版記念展】 



会場：プランタン銀座 

期間：2012年5月3日(木)～5月10日(木) 

■【「GONZO 20th ANNIVERSARY」展】 

会場：杉並アニメーションミュージアム 

期間：2012 年 5月 28 日～8月 19 日 

 

■【クリィーミーマミプレミアムショップ】 

会場：新宿マルイワン１F スペースワン 

期間：2012 年 6月 1日(金)～6月 26 日(火) 

 

■【「DZ40」 デビルマン／マジンガーZ４０周年記念展】 

会場：東急プラザ表参道原宿 ５F TOKYO’S TOKYO  

期間：2012年8月17日(金)～ 8月31日(火) 

 

■【４０周年記念ベルサイユのばら展】 

会場：松屋銀座８階イベントスクエア内（複製画展示販売）   

期間：2012年9月13日(木) ～9月24日(月) 

 

■【009 RE:CYBORG プレミアムショップ】 

会場：新宿マルイ メン 1F 及び 7F   

期間：2012年10月24日(水)～11月4日(日) 

 

■【「ちびキャラ」ちびギャラはち出版記念展】 

会場・期間： 

新宿マルイワン １F 2012 年 12 月 10 日(月)～26 日(水) 

新宿マルイワン ２F 2 期 2012 年 12 月 27 日～2013年 1月 14 日 

 

■【『アニメーション美術監督 小林七郎展 －空気を描く美術－』】 

会場：杉並アニメーションミュージアム 

期間：2012 年 12 月 19 日(水)～2013 年 4月 14 日(日) 

 

■【「DZ40」 デビルマン／マジンガーZ４０周年記念展 second WAVE】 

会場・期間： 



銀座幸伸ギャラリー 2013 年１月 7日(月)～１月 13日(日) 

新宿マルイメン１F イベントスペース 2013 年１月 19日(土)～2月 3日(日) 

 

■【「魔法の天使 クリィミーマミ」 in 新宿マルイワン】 

会場：新宿マルイワン1階のSpace ONE 

期間：2013年3月8日～3月29日 

 

■【魔法の天使 クリィミーマミ30周年記念 原画展】 

会場：ピクシブジンガロ 

期間：2013年4月11日～4月23日 

 

■【「ボンボヤージュ 旅ボン ハワイ編出版記念展」 inプランタン銀座 ねこ展内】 

会場：プランタン銀座５F ねこ展 

期間：2013年5月22日～5月28日 

 

■【「DZ40」 デビルマン／マジンガーZ４０周年記念展 second WAVE】 

会場：ダイバーシティー iine TOKYO 

期間：2013 年 4月 28 日(日)～5月 6日(日) 

 

■【「DZ40」 デビルマン／マジンガーZ４０周年記念展 second WAVE】 

会場：渋谷パルコ ８階特設会場 

期間：2013 年 7月 12 日(金) ～7月 21 日(日) 

 

■【「魔法の天使 クリィミーマミ」 in 渋谷マルイシティー】 

会場：マルイシティ渋谷 B1Fイベントスペース 

期間：2013年8月17日～9月1日 

 

■【「魔法の天使 クリィミーマミ 30周年記念」 in新宿マルイワン】 

会場：新宿マルイワン1階のSpace ONE 

期間：2013年9月11日～9月25日 

 

■【魔法の天使 クリィミーマミ 30周年記念」inマルイシティー渋谷】 

会場：マルイシティー渋谷９階イベントスペース 



期間：2014年5月23日～6月15日 

 

■【聖Smiley学園高等部 購買部 inマルイシティー渋谷】 

会場：マルイシティー渋谷９階イベントスペース 

期間：2014年10月3日～10月13日 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：なんばマルイ  ２Fイベントスペース 

期間：2014年9月30日(火)～10月26日(日) 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：新宿マルイ 本館 1Fカレンダリウム(イベントスペース) 

期間：2014年10月31日(金)～11月17日(火) 

 

■【「創作工房 バレンタイン特別ショップ」inマルイシティー渋谷】 

会場：マルイシティー渋谷９階イベントスペース 

期間：2015年2月11日～2月22日 

 

■【アニメ京騒戯画ビジュアルブック『京騒図画』出版記念 京騒戯画展】 

会場：マルイシティー渋谷９階イベントスペース 

期間：2015年2月11日～2月22日 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：マルイシティー横浜B２Fカレンダリウム(イベントスペース) 

期間：2015年3月16日(月)～4月12日(日) 

 

■【高田明美個展｢Angelic Moment-天使の瞬間｣】 

会場：東急百貨店吉祥寺店 2階 テラス北側 イベントスペース 

期間：2015年4月29日～5月6日 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：なんばマルイ １Fカレンダリウム(イベントスペース) 

期間：2015年7月13日(月)～8月17日(月) 



 

 

■【「創作工房夏祭り限定ショップ」in 渋谷マルイ】 

会場：渋谷マルイ 8階特設会場 

期間：2015年8月25日(火)～9月8日(火)  

 

■【小林系 NO.K #3】 

会場：銀座 月光荘 画室２ 

期間：2015年8月31日(月)～9月6日(日) 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：丸井新宿本館 １Fカレンダリウム 

期間：2015年10月16日(金)～11月8日(日) 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：なんばマルイ  ２Fイベントスペース 

期間：2015年11月27日(金)～12月23日(水) 

 

■【ベルサイユのばらPOP UP SHOP】 

会場：プランタン銀座 ５F催事会場 

期間：2016年1月20日(水)～1月26日(火) 

 

■【小林系 NO.K ＃3.5】 

会場：プランタン銀座 ５F催事会場 

期間：2016年1月20日(水)～1月26日(火) 

 

■【ボンボヤージュ展】 

会場：プランタン銀座 ５F催事会場 

期間：2016年1月20日(水)～1月26日(火) 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：名古屋松坂屋南館 北入口１階 イベントスペース 

期間：2016年1月27日(水)～2月2日(火) 



 

 

■【高田明美原画展 [Angelic Moment2 天使の瞬間]】 

会場：吉祥寺東急百貨店 ２階テラス北側 イベントスペース 

期間：2016年2月4日(木)～2月17日(水) 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：北千住マルイ ２階 イベントスペース カレンダリウム 

期間：2016年2月20日(土)～3月6日(日) 

 

■【友風子 展 −画集「彩 irodori」出版記念ー】 

会場：新宿マルイアネックス ６階 スペースワン  

期間：2016年2月26日(金)～3月15日(火) 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：横浜マルイ B2階 イベントスペース 

期間：2016年3月11日(金)～4月10日(日) 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：博多マルイ ５階イベントスペース  

期間：2016年4月21日(木)～5月8日(日) 

 

■【ベルサイユのばらPOP UP SHOP】 

会場：プランタン銀座 ５F催事会場 

期間：2016年5月31日(火)～6月7日(火) 

 

■【小林系 NO.K #４】 

会場：銀座 月光荘 画室２ 

期間：2016年7月4日(月)～7月10日(日) 

 

■【友風子 原画展 「彩 irodori」】 

会場：銀座 月光荘 画室２ 

期間：2016年7月25日(月)～7月31日(日) 



 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：なんばマルイ  B1F イベントスペース 

期間：2016年7月19日(火)～8月28日(日) 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション IN 汐留】 

会場：日テレ汐留タワー B1F 特設イベント会場 

期間：2016年7月23日(土)～8月28日(日) 

 

■【ねこ展】 

会場：プランタン銀座 本館5F エスパース・プランタン 

期間：2016年10月26日(水)～10月31日(月) 

 

■【魔法の天使 クリィミーマミ プレミアムショップ】 

会場：御徒町駅南口駅前広場(上野 おかちまち パンダ広場) 

期間：2016年10月29日(土)～10月30日(日) 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：新宿マルイ本館 1F 

期間：2016年11月18日(金)～12月5日(月) 

 

■【イラストフェスvol.1】 

会場：科学技術館 

期間：2016年11月19日(土)～11月20日(日) 

 

■【魔法の天使 クリィミーマミXmas展】 

会場：ソラZENON 

期間：2016年11月21日(月)～12月25日(日) 

 

■【ハリー・ポッター グッズフェア】 

会場：東京コミコン 

期間：2016年12月2日(金)～12月4日(日) 



 

 

■【ハリー・ポッター ベストグッズコレクション】 

会場：博多マルイ 

期間：2016年12月21日(水)～1月16日(月) 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：名古屋松坂屋南館 北入口１階 イベントスペース 

期間：2017年1月25日(水)～1月31日(火) 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：北千住マルイ ２F イベントスペース カレンダリウム 

期間：2017年2月10日(金)～3月7日(火) 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：横浜マルイ B2階 イベントスペース 

期間：2017年3月17日(金)～4月10日(月) 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：マルイファミリー溝口 2階 イベントスペース 

期間：2017年4月25日(火)～5月15日(月) 

 

■【ねこ展 ～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：玉川高島屋６階催会場 

期間：2017年5月25日(木)～5月30日(火） 

 

■【ねこ展 ～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：東武百貨店 池袋店 8階催事場 

期間：2017年6月30日(金)～7月11日(火） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：広島三越 1Fイベントスペース 

期間：2017年7月25日(火)～7月31日(月) 



 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：JR京都伊勢丹 7F 特設会場 

期間：2017年9月6日(水)～9月19日(火) 

 

■【〈角川ビーンズ文庫〉アニバーサリー展 〜NEXT15〜】 

会場：東急百貨店 吉祥寺店 2階 テラス北側 

期間：2017年9月21日(木)～10月4日(水) 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：仙台三越 定禅寺通り館 1階 光の広場 

期間：2017年9月30日(土)～10月7日(土) 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：小田急本館2F サンドリーズ・アレー スウィング・スペース 

期間：2017年10月25日(水)～11月7日(火) 

 

■【魔法の天使 クリィミーマミ CreamyXmas2017①】 

会場：ソラZENON 

期間：2017年11月20日(月)～12月25日(月) 

 

■【魔法の天使 クリィミーマミ CreamyXmas2017②】 

会場：CAFÉ ZENON 

期間：2017年12月1日(金)～12月25日(月) 

 

■【ハリー・ポッター グッズフェア】 

会場：東京コミコン 

期間：2017年12月1日(金)～12月3日(日) 

 

■【有楽町ねこ街マーケット】 

会場：有楽町マルイ8F 

期間：2017年12月1日(金)～12月17日(日) 



 

 

■【KICHIJOJIショコラストリート(クリィミーマミ)】 

会場：東急吉祥寺 8階 特設会場 

期間：2018年2月8日(木)～2月14(水) 

 

■【猫の日コレクション】 

会場：小田急百貨店新宿店本館 2階サンドリーズ・アレー＜スウィングスペース＞ 

期間：2018年2月15日(木)～2月27日(火） 

 

■【〈角川ビーンズ文庫〉アニバーサリー展 〜NEXT15〜】 

会場：ジェイアール京都伊勢丹 ７階＝特設会場 

期間：2018年2月21日(水)～3月6日(火) 

 

■【ねこ展 ～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：マロニエゲート銀座２ ４F 特設会場 

期間：2018年3月16日(金)～4月1日(日） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：マルイシティ横浜 地下2階イベントスペース 

期間：2018年3月30日(金)～4月9日(月) 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：マロニエゲート銀座２ 1F イベントスペース 

期間：2018年4月21日(土)～5月13日(日) 

 

■【ちびねこ展】 

会場：小田急百貨店町田店 2Fファッションウォーク特設会場 

期間：2018年5月19日(土)～5月29日(火） 

 

■【ベルサイユのばら POP UP SHOP】 

会場：ジェイアール京都伊勢丹 ７階＝特設会場  

期間：2018年6月20日(水)～6月28日(木） 



 

 

■【「TAKADA Akemi Exhibition」 Angelic Moment -anniversary-】 

会場：東急百貨店 吉祥寺店 2階 特設会場 

期間：2018年6月28日(木)～7月4日(水） 

 

■【いのまたむつみ展】 

会場：有楽町マルイ 8階 イベントスペース 

期間：2018年7月13日(金)～8月3日(金） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場： 有隣堂テラスモール湘南 

期間：2018年7月28日(土)～8月11日(土） 

 

■【画業40周年記念 高田明美展】 

会場：松坂屋・名古屋店 本館7階 大催事場 特設スペース 

期間：2018年8月1日（水)～8月6日（月） 

 

■【画業40周年記念 高田明美展】 

会場：阪急うめだ本店 10階中央街区 

期間：2018年8月8日（水)～8月14日（火） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：小田急本館2F サンドリーズ・アレー スウィング・スペース  

期間：2018年8月15日(水)～8月28日（火） 

 

■【ちびねこ展】 

会場：有楽町マルイ 8Fイベントスペース 

期間：2018年8月30日(木)～9月17日(月） 

 

■【ねこ展 ～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：東武百貨店 池袋店 8F催事場 

期間：2018年10月11日(木)～10月16日(火） 



 

 

■【画業40周年記念 高田明美展】 

会場：伊勢丹浦和店 6階＝ザ・ステージ 

期間：2018年10月17日（水)～10月23日（火） 

 

■【WE LOVE ULTRAMAN POP UP STORE  

～Celebration of The TSUBURAYA PRODUCTIONS 55th anniversary～】 

会場：西武池袋店B館5階プロモーションスペース 

期間：2018年10月30日(火)～11月5日(月） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：タカシマヤゲートタワーモール 7F ローズテラス  

期間：2018年10月31日(水)～11月13日(火） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：東急百貨店 東横店 西館1階 SHIBUYAスクランブル I ポップアップステージA  

期間：2018年11月15日(木)～11月28日(水） 

 

■【魔法の天使 クリィミーマミ CreamyXmas2018】 

会場：ソラZENON 

期間：2018年11月19日(月)～12月25日(火) 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：ジェイアール京都伊勢丹 ７階＝特設会場 

期間：2018年11月21日(水)～12月11日(火） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：そごう神戸店 本館9階＝催会場 

期間：2019年1月2日(水)～1月9日(火） 

 

■【石ノ森章太郎ART TOY FES.」IN SENDAI】 

会場：仙台ロフト店３階 特設会場 



期間：2019年1月12日(土)～1月27日(日） 

 

■【いのまたむつみ展】 

会場：愛知県春日井市 文化フォーラム春日井・ギャラリー 

期間：2019年2月9日(土)～3月10日(日） 

 

■【ねこ展 ～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：福岡三越 B2F ティスティパティオ 

期間：2019年2月16日(土)～2月25日(月） 

 

 

■【WE LOVE ULTRAMAN POP UP STORE in YOKOHAMA～Celebration of The TSUBURAYA PRODUCTIONS 】 

会場：そごう横浜 5階＝中央エスカレーター海側 特設会場 

期間：2019年2月22日(金)～2月28日(木） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：マルイシティ横浜 地下2階イベントスペース 

期間：2019年3月8日(金)～3月25日(月） 

 

■【石ノ森章太郎ART TOY FES.」IN UMEDA】 

会場：梅田ロフト 

期間：2019年3月15日(金)～3月31日(日） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：池袋ロフト 

期間：2019年3月25日(月)～4月21日(日） 

 

■【ボンボヤージュ展】 

会場：丸井吉祥寺店 5階イベントスペース  

期間：2019年4月2日(火)～4月15日(月) 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：札幌ロフト 



期間：2019年4月23日(火)～5月12日(日） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：梅田ロフト 

期間：2019年4月26日(金)～5月22日(水） 

 

■【ねこ展 ～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：東急吉祥寺 8階 特設会場 

期間：2019年5月1日(水)～5月6日(日） 

 

 

■【石ノ森章太郎ART TOY FES.YOKOHAMA】 

会場：そごう横浜 5階＝中央エスカレーター海側 特設会場 

期間：2019年5月7日(火)～5月13日(月） 

 

■【ベルサイユのばら POP UP SHOP】 

会場：東急ハンズ 三宮店 1階特設スペース 

期間：2019年5月7日(火)～5月26日(日） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション（英国展内開催）】 

会場：丸善 丸の内展 

期間：2019年5月15日(水)～5月21日(火） 

 

■【石ノ森章太郎 ART TOY FES. in IKEBUKURO】 

会場：西武池袋本店 5階 

期間：2019年5月22日(水)～5月28日(火） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：東急ハンズ 三宮店 1階特設スペース 

期間：2019年5月27日(月)～6月16日(日） 

 

■【ねこ展 ～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：そごう横浜店 9階=市民フロア センタープラザ 



期間：2019年6月11日(火)～6月17日(月） 

 

■【幻夢戦記レダ展】 

会場：渋谷マルイ 7階 イベントスペース 

期間：2019年6月19日(水)～6月30日(日） 

 

■【「TAKADA Akemi Exhibition」 Angelic MomentⅤ】 

会場：東急百貨店 吉祥寺店 2階 特設会場、テラス北側 

期間：2019年6月27日(木)～7月4日(水） 

 

■【いのまたむつみ展】 

会場：宝塚市立手塚治虫記念館  

期間：2019年6月28日(金)～9月1日(日） 

 

■【くまくら珠美展】 

会場：銀座 月光荘 

期間：2019年7月29日(月)～8月4日(日） 

 

■【ねこ展 ～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：松坂屋名古屋 本館7階大催事会場  

期間：2019年8月7日(水)～8月12日(月） 

 

■【ねこ展 ～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：梅田大丸 1階 婦人雑貨売り場 

期間：2019年8月7日(水)～8月20日(火) 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：小田急百貨店新宿店本館2F サンドリーズアレー スウィングスペース 

期間：2019年8月14日(水)～8月27日(火） 

 

■【高田明美展】 

会場：宝塚市立手塚治虫記念館  

期間：2019年9月6日(金)～10月28日(月） 



 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：ジェイアール京都伊勢丹 7階 プロモーション 

期間：2019年9月11日(水)～10月1日(火） 

 

■【ねこ展 ～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場： 福岡三越 B2F ティスティパティオ 

期間：2019年9月17日(火)～9月23日(月） 

 

■【ウィザーディング・ワールド POP UP SHOP】 

会場： 仙台ロフト 

期間：2019年9月17日(火)～10月3日(木） 

 

■【いのまたむつみ展】 

会場：有楽町マルイ 8F イベントスペース 

期間：2019年9月21日(土)～10月6日(日） 

 

■【ウィザーディング・ワールド POP UP SHOP】 

会場： 天神ロフト 

期間：2019年9月24日(火)～10月24日(木） 

 

■【イヌねこ展】 

会場： そごう横浜店 7F=無印良品前 特設会場 

期間：2019年9月26日(木)～10月6日(日） 

 

■【ウィザーディング・ワールド POP UP SHOP】 

会場：千葉ロフト 

期間：2019年9月28日(火)～10月24日(木） 

 

■【ウィザーディング・ワールド POP UP SHOP】 

会場：池袋ロフト 

期間：2019年9月30日(月)～10月27日(日） 

 



■【ウィザーディング・ワールド POP UP SHOP】 

会場：ロフト名古屋  

期間：2019年10月1日(火)～10月28日(月） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：東京駅一番街 地下1階 北通り  

期間：2019年10月2日(水)～2020年9月29日(火） 

 

■【ウィザーディング・ワールド POP UP SHOP】 

会場：梅田ロフト 

期間：2019年10月2日(水)～10月31日(木） 

 

■【ウィザーディング・ワールド POP UP SHOP】 

会場：横浜ロフト 

期間：2019年10月4日(金)～10月31日(木） 

 

■【ウィザーディング・ワールド POP UP SHOP】 

会場：銀座ロフト 

期間：2019年10月6日(日)～10月27日(日） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：渋谷ヒカリエShinQs 2Fイベントステージ2、5Fレストスペース  

期間：2019年10月31日(木)～11月20日(水） 

 

■【高田明美展】 

会場：仙台三越  

期間：2019年11月6日(水)～11月11日(月） 

 

■【ウィザーディング・ワールド POP UP SHOP】 

会場：神戸ロフト 

期間：2019年11月18日(木)～12月27日(金） 

 

■【魔法の天使 クリィミーマミ CreamyXmas2019】 



会場：CAFÉ ZENON、ZENON SAKABA 

期間：2019年11月25日(月)～12月25日(水） 

■【ねこ展～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：渋谷スクランブルスクエア 

期間：2020年1月29日(水)～2月12日(水） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：東武百貨店池袋店 

期間：2020年1月31日(金)～2月14日(金） 

 

■【ねこ展～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：大丸東京店 

期間：2020年2月12日(水)～2月18日(火） 

 

■【高田明美アート展】 

会場：東急百貨店渋谷本店 

期間：2020年2月13日(木)～2月17日(月） 

 

■【高田明美アート展】 

会場：松坂屋静岡店 

期間：2020年3月12日(木)～3月16日(月） 

 

■【ねこ展～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：東武百貨店池袋店 

期間：2020年3月19日(木)～3月24日(火） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：新宿マルイ 

期間：2020年3月28日(土)～4月9日(木） 

 

■【高田明美個展 -Angelic Moment VI-】 

会場：東急百貨店吉祥寺店 

期間：2020年6月25日(木)～7月1日(水) 



 

 

■【ちびねこ展】 

会場：梅田ロフト 

期間：2020年7月1日(水)～7月15日(水) 

 

■【ねこ展～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：銀座歌舞伎座 

期間：2020年7月11日(土)～7月31日(金) 

 

■【高田明美・高田美苗 二人展 - Angel Mythos –】 

会場：渋谷スクランブルスクエア 

期間：2020年7月16日(木)～7月22日(水) 

 

■【ねこ展～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：松坂屋名古屋店 

期間：2020年7月22日(木)～7月27日(月) 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：渋谷スクランブルスクエア 

期間：2020年7月23日(木)～7月29日(水) 

 

■【蚩尤 画集出版記念展】 

会場：渋谷スクランブルスクエア 

期間：2020年7月30日(木)～8月5日(水) 

 

■【白身魚イラスト展】【いのまたむつみ展】 

会場：松坂屋名古屋店 

期間：2020年8月5日(水)～8月17日(月） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：横浜駅改札内 

期間：2020年8月11日(火)～8月20日(木） 



 

 

■【ねこ展～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：新宿高島屋 

期間：2020年8月28日(金)～9月1日(火) 

 

 

■【高田明美展 Angel Touch】 

会場：倉敷市立美術館 

期間：2020年9月5日(土)～11月8日(日) 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：京都伊勢丹 

期間：2020年9月19日(土)～10月4日(日） 

 

■【GOD EATER展 10th Anniversary】 

会場：マルイシティ横浜 

期間：2020年10月9日(金)～10月25日(日） 

 

■【白身魚イラスト展】 

会場：有楽町マルイ 

期間：2020年10月11日(日)～10月20日(火） 

 

■【きたがわ翔 原画展2020 〜nostalgia〜】 

会場：大阪ラ・カンパネラ 

期間：2020年10月23日(金)～10月29日(木） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：そごう西武池袋B1、5F  

期間：2020年10月28日(水)～11月10日(火） 

 

■【ハリー・ポッター魔法ワールドのクリスマス at LAZONA】 

会場：ラゾーナ川崎  



期間：2020年11月22日(日)～1月17日(日） 

 

■【魔法の天使 クリィミーマミ CreamyXmas2020】 

会場：CAFE ZENON & ZENON SAKABA 

期間：2020年11月24日(火)～12月25日(金） 

 

■【大阪ニャン博2020】 

会場：大阪アベノハルカス 

期間：2020年11月25日(水)～12月1日(火） 

 

■【きみといつまでも 絵画/ひとこま童話 くまくら珠美 月光荘個展2020】 

会場：銀座 月光荘 

期間：2020年12月14日(月)～12月20日(日） 

 

■【ウィザーディング・ワールド ベストグッズコレクション】 

会場：北千住マルイ 

期間：2020年12月12日(土)～12月25日(金） 

 

■【Takada Akemi Exhibition Season’s Greeting】 

会場：新宿マルイアネックス ギャラリー「Edition」  

期間：2020年12月18日(金)～1月11日(月） 

 

■【東京幻想2021】 

会場：有楽町マルイ  

期間：2020年12月26日(土)～1月11日(月） 

 

■【いのまたむつみ＆橋本正枝 ねこいっぱい 原画展】【ボンボヤージュPOP UP SHOP】 

会場： 新宿マルイアネックス ギャラリー「Edition」 

期間：2021年1月13日(水)～1月29日(金） 

 

■【ねこ展～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：東武百貨店 池袋本店  

期間：2021年1月30日(土)～2月8日(月) 



 

■【Takada Akemi Exhibition Happy Valentine!】 

会場：新宿マルイアネックス ギャラリー「Edition」  

期間：2020年1月31日(日)～2月14日(日） 

 

■【ちびねこ展】 

会場：大丸東京店 

期間：2021年2月10日(水)～2月16日(火) 

 

■【エス/SS Art Exhibition Vol.1】 

会場：新宿マルイアネックス ギャラリー「Edition」  

期間：2021年2月16日(火)～2月28日(日） 

 

■【ねこ展～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～】 

会場：小田急新宿  

期間：2021年3月3日(水)～3月8日(月) 

 

■【エス/SS Art Exhibition Vol.2】 

会場：新宿マルイアネックス ギャラリー「Edition」  

期間：2021年3月2日(火)～3月14日(日） 


